Apéritif

Privé

アペリティフ プリヴェ 5:00p.m.-9:00p.m.（7:30p.m./L.O.）
シャンパンとカクテル各1杯にアペタイザー5種をお楽しみいただけます。

シェフ特製アペタイザー5種
A selection of 5 appetizers

ローラン・ペリエ
One glass of Laurent-Perrier

メニューの中からお好きなカクテル1杯
One cocktail of your choice from the menu

¥3,300
食材によるアレルギーなどがございましたら予め係へお申しつけください。
勝手ながらお席のご利用は最大9:00p.m.までとさせていただきます。
Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions.
All Apéritif Privé seats are available until 9:00p.m.

Cocktail Menu / カクテルメニュー
Short Cocktail Selection / ショートカクテル
Classic Dry Martini クラシックマティーニ
gin. dry vermouth. orange bitter

1-1-1 トリプルワン
vodka. yuzu liqueur. plum liqueur. cranberry juice

Gimlet ギムレット
gin. lime juice

Cosmopolitan コスモポリタン
vodka. white curacao. lime juice. cranberry juice

Daiquiri ダイキリ
rum. lemon juice. sugar

Margarita マルガリータ
tequila. white curacao. lemon juice. salt

Bamboo バンブー
dry sherry. dry vermouth

Valencia バレンシア
apricot brandy. orange juice

Long Cocktail Selection / ロングカクテル
Palace Hotel Special Gin Fizz パレス ジン フィズ
gin. lemon juice. sugar. milk. soda

Mojito モヒート
rum. fresh mint. lime. sugar. soda

Moscow Mule モスコミュール
vodka. lime. ginger beer

Cuba Libre キューバリブレ
rum. lime. cola

Tequila Sunrise テキーラサンライズ
tequila. orange juice. grenadine syrup

Spumoni スプモーニ
campari. grapefruit juice. tonic water

Sol Cubano ソルクバーノ
rum. grapefruit juice. tonic water

Fuzzy Navel ファジーネーブル
peach liqueur. orange juice

Salty Dog ソルティードッグ
vodka. grapefruit juice. salt

Special Menu / 特別メニュー
特別メニュー (+¥500)
Privé Legend Cocktail Selection (+¥500)
小笠原 LA・LA オガサワラ・ラ・ラ
2009 東京都知事杯島じまん部門準グランプリ
rum. guava juice. litchi syrup. watermelon syrup. lemon juice

Ape・Ape アペ・アペ
2010 ハッピーアペリティフコンクール準グランプリ
cassis. prucia. passion fruit syrup. lemon juice. soda

Neo Wing ネオウィング
2011 キリンジュニアカクテルコンペティション優勝
rum. baileys. coffee. caramel syrup. cinnamon

Aurora アローラ
2012 アブソルートカクテルコンペティション優秀賞
vodka. white curacao. blue curacao. lime juice.

Cha-quart チャカール
2013 HBA 国分共催カクテルコンペティション第4位
champagne. yuzu liqueur. green tea liqueur

Kentucky Beauty ケンタッキービューティ
2014 サントリーカクテルアワード ウィスキー部門 最優秀賞
maker’s mark. amaretto. orange juice. rosehip tea

Fruit Cocktail Selection / 本日のフルーツカクテル
本日のフルーツカクテル (+¥500)
Seasonal Fruit Martini
季節のフルーツマティーニ

Seasonal Fruit Champagne Cocktail
季節のフルーツシャンパンカクテル

Seasonal Fruit Mojito
季節のフルーツモヒート

表示価格に別途消費税8%、サービス料10%を加算させていただきます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 8% consumption tax and 10% service charge.

Non Alcoholic Cocktail Selection
ノンアルコールカクテル
La Mer ラ メール
仏語で海を意味するラメール、爽やかな味わいと美しい色合い
pineapple juice. grapefruit juice. lemon juice. blue syrup

Le Ciel ル シエル
仏語で空、晴れた日のプリヴェの景色を表現、紅茶のアクセント
grapefruit juice. tonic water. tropical passion tea. blue syrup

Tower of Tokyo タワーオブトーキョー
爽やかな赤く光るカクテルで美しい東京のシンボルを表現
lemon juice. grenadine syrup. 7up

Seville セビリア
オレンジの香り溢れるスペイン南部セビリアの街をイメージ、微炭酸で爽やかな味わい
orange juice. 7up. orange peel

Bronze Cooler ブロンズクーラー
特製の銅マグカップで提供するフレッシュミントが香る爽やかな味わい
lime. ginger ale. mint

Non Alcoholic Special Menu
本日のノンアルコール特別メニュー
本日のノンアルコール特別メニュー (+¥500)
Seasonal Fruit Martini
季節のフルーツマティーニ

Seasonal Fruit Non Alcoholic Sparkling Wine Cocktail
季節のフルーツノンアルコールスパークリングカクテル

Seasonal Fruit Mojito
季節のフルーツモヒート

Berry & Berry for You ベリー&ベリーフォーユー
たくさんのベリーをたっぷりと貴方のもとへ、プリヴェ名物の食べるフォーユーカクテル
raspberry. blueberry. cranberry juice. strawberry syrup. grapefruit juice. tonic water

アペリティフプリヴェをご利用の方に限り、ドリンクの追加を¥1,000にて承ります。（特別メニューは+¥1,500）
勝手ながらお席のご利用は最大9:00p.m.までとさせていただきます。
表示価格に別途消費税8%、サービス料10%を加算させていただきます。
Additional drink orders available for ¥1,000 (Special menus are for ¥1,500)
All Apéritif Privé seats are available until 9:00p.m.
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 8% consumption tax and 10% service charge.

